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園児たちの大好きな運動会で（創設当初）

とう先生さようなら
施設長

中島恒夫

5 月 31 日、わたらせ養護園初代施設長、
清水俊子先生が 98 才でご逝去されました。
開園当初より園内で生活していましたが、8
年前からは市内のケアハウスに移られてい
ました。わたらせ養護園名誉施設長、社会福
祉法人桐の実会顧問、そして「永遠にスカウ
ト」として過ごされました。
先生の遺言で、死後の事務処理はその時の
施設長に委任すると書かれていました。生前
より「大袈裟なことはしないで」と言われて
いましたが、身の回りのお世話をされていた
ガールスカウトの皆さんと話し合い、お通夜
を近親者で行いました。翌日、先生を乗せた
車は、わたらせ養護園に立ち寄り最後のお別
れをしました。先生の遺骨は、長野県上田市
にあるお寺（宋吽寺）にガールスカウトの皆
さんと納めてまいりました。
わたらせ養護園を支え続けて下さった清水
先生に感謝し、謹んでご冥福をお祈りいたし
ます。
子どもたちへの愛情と療育は受け継がれて
きています。

園庭の芝生で“天使”と遊ぶ。
「同じ目線の愛」はいまも・・・

身ぶり、手ぶりで語り合う
写真

著書「いつも明日を」より
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しゃぼんだまふわり
「夏休み」
保育士 赤坂栞
今年も暑い季節がやってきました。『今
年は冷夏』との予想はどこへやら…。7 月
上旬からうだるような暑さが続き、もうお
手上げ寸前です。そんな大人たちを尻目に、
子どもたちは照りつける日差しなどお構い
なしに、毎日元気いっぱいに走り回ってい
ます。夏休みに入り、ますますフルパワー
の元気を見せてくれる子どもたち。毎日毎
日、次の日の予定が気になって仕方ないよ
うです。休日の予定と言えば、ドライブ・
水遊び・公園・お出かけと様々です。公園
等に行って体を思いっきり動かしたい子も
いれば、涼しい車内で優雅にドライブを楽
しみたい子もいます。全員の希望通りには
いきませんが、予定を立てる職員は毎日出
来るだけ多くの子が楽しめるように試行錯
誤しています。また、学校のプールが開放
している日は、数人の子どもたちを連れて
いきます。私も３人の子どもをつれて行き
ましたが、先生と話している様子、大きな
声で挨拶している姿、ビート板を使い、一
生懸命泳ぎの練習をしている背中、苦手な
水を克服しようと意気込む表情など、園で
はあまり見ることのできない子どもたちの
様子に、なんだかジーンときてしまいまし
た。又、外出先では自分のお小遣いを使い
ジュースやおやつを買ったりしますが、去
年まで大人に支払いを任せていた子が「僕、
自分でやる！」と言い、お財布を覗き込む
姿には驚かされました。他にも自分ひとり
でトイレに行けるようになった子、スプー
ンを使って上手に食べられるようになった
子、自分で着替えが出来るようになった子
など、どの子もゆっくりではありますが、
日々大きく、日々立派に成長しています。
そんな子どもたちの様子を目の当たりに
し、私も負けてられないなと感じた夏休み
でした。

平成２６年９月１日

新任職員挨拶
６月から保育士として働かせていただい
ています。
元気いっぱいの子どもたちと、一緒に過ご
したいと思いました。
子どもたちに負けないよう、元気いっぱい
笑顔で頑張りたいと思います。
宜しくお願い致します。
佐藤 志寿華

児童作品

平成２６年度
第１回苦情解決関係者会議
7 月 17 日、平成 26 年度第１回苦情
解決関係者会議が開催されました。第
三者委員の樋口様、椎名様、小原様、
苦情解決責任者の中島、受付担当の太
田、久松、小埜が参加しました。今回、
苦情の受け付けはありませんでした。
その他、事故報告集計結果、治療教育
冊子、入所支援計画について確認をし
ました。会議終了後には第三者委員の
方に数名の子どもたちから要望を聞い
て頂きました。子どもたちからは「わ
たらせは楽しい。ご飯が美味しい。困
っていることはない。」との返答があっ
たそうです。
（小埜）
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５月５日（月）
こどもの日
児童作品
こいのぼりの絵にキラキラのシール
をペタペタ。大張り切りで取り組む子
どもたちの表情は真剣そのもの。
おやつには柏餅を食べました。

５月２３日（金）
幼児部バスハイク

幼児７名を連れて、足利の「五十部公園」に行ってきました。
天気も味方し、ひろ～い敷地をみんなで元気いっぱいに駆けまわりました！大きなアス
レチックにも、小さな体をフル稼働し果敢に挑む姿は本当に頼もしいです。
お昼はシートを広げ、みんな並んで青空の下で食べるご飯に、子どもたちはご機嫌！

６月１３日（金）
澤田さんの畑で
じゃがいも掘り
ご近所の澤田さんのお宅に幼児６名でじゃが
いも掘りに伺いました。子どもたちは土の中
から出てきたダンゴ虫やミミズにも興味深々
です。みんなで掘ったじゃがいもは蒸かして
もらって食べました。
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太鼓グループは「わたらせ太鼓」「上州」
を元気な掛け声と一緒に叩きました。
迫力満点でみんな釘づけです。

音楽グループは「世界中のこどもたちが」
と「夏祭り」を大きな声で歌いました。練
習よりいきいきとした表情を見せてくれ
ました。

毎年子どもたちに大人気なゲーム。
今年は磁石でオモチャを釣り上げるもの
と、お菓子のくじ引きでした。
みんな真剣……。

恒例のすいか割りも大盛り上がりでした。
多くの子どもが我先にと立候補！みんな
で力を合わせて割ったすいかは特別甘く
て美味しかったです。

昆虫の森や川に水遊びに行きました！
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＜出張・研修＞
５月
１５.桐生市地域自立支援協議会定例会（太田）
２３.障害者（児）福祉施設等に係る説明会
（中島・尾池）
６月
６.群馬県知的障害者福祉協会総会
（中島・久松）
１２.１３.全国施設長会議（中島）
ご寄付（敬称略、順不同）
１９.桐生市地域自立支援協議会定例会（太田）
清水みつ子 (埼玉県) 松崎靖、天川洋
２０.給食部会（半田）
金子純子 (みどり市)
佐々木一郎･佐々木陽子
７月
澤田正二、石原未知子
８.子ども部会（太田）
ガールスカウト群馬県第 52 団
１０.関東地区知的障害福祉関係職員研究大会
ガールスカウト群馬県第 21 団
茨城大会 水戸市（中島）
わたらせ養護園父母の会
１０.学校保健委員会（今泉）
わたらせ養護園後援会（桐生市）
１７.桐生市地域自立支援協議会定例会（太田）
１８.児童部会 つくし園（中島・柿沼）
ご寄贈（敬称略、順不同）
２２.茨城涸沼学園（中島）
坂倉建築研究所 (東京都)
髙橋亜沙美 (栃木県) 小林洋介 (前橋市)
８月
坂田優里 (伊勢崎市)
５.療育研修会（松尾）
株式会社原田ガトーフェスタハラダ(高崎
７.８.福祉協会夏季特別研修会（中島）
市)
２１.桐生市地域自立支援協議会定例会（太田）
橋本すみ江、大磯敦子、山口小百合
＜日中一時支援＞
大間々ライオンズクラブ (みどり市)
５月
６月
７月
８月
桐生准看護学校、鴨田正男、寺田道子
３件
４件
４件
４件
城田三千代、沢田保
東京電力常庸職員労働組合
＜一時保護委託＞
桐生ライオンズクラブ（桐生市)
５月 １名３０日間
＜実習＞
（26 年 5 月 1 日～26 年 8 月 31 日現在）
５/７ 桐生准看護学校 ２２名
５/８ 桐生准看護学校 ２５名
５/１０～１４ 就職希望 佐藤志寿華
５/１９～３０ 大泉保育専門学校
根岸未季
編集記
７/２８～８/８ 足利短期大学
小川桃花
猛暑が続く中、台風で雨が降り少し涼しい
８/４ 渡良瀬養護学校教員 ２名
かな…と思っていたらまた猛暑。暑かった
８/１１～２２ 育英短期大学
り涼しかったりとしているのに、子ども達
遠藤美紅 島田優美香
は元気いっぱいで、その日の予定を楽しみ
＜ボランティア＞
に毎日わくわくしています。大人達のほう
・個人・
が気温差でばててしまいそうです。
石原里紗（５/９、１０、２４
雨が降っても「外に出たい！」という元気
６/１４、２１、２８）
を残したまま、2 学期も頑張ってほしいと
斉藤知子（５/２５、６/２２、７/２７）
思います。
・団体・
八の会 ５名（５/２７）４名（６/２４）

ありがとう
ございます！
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わたらせ養護園後援会だより
今年の夏も厳しい暑さでしたが、皆様お変わりありませんか。子供達も長い夏休みをドライブや夏祭
りに出かけたり、園では水遊び、ＤＶＤ鑑賞と毎日元気にすごしてました。
前回の「とんがりやね」に今年度の会費納入のお願いをさせていただきました。現在、約 23５名の
方からの会費が届いております。皆様のあたたかいご支援本当にありがとうございます。また、振替用
紙の通信欄を通しまして皆様の近況やら職員への励ましのお便りをたくさんいただきました。ご紹介さ
せていただきます。
☆毎日ご苦労様でございます。職員のみな様気候不順の折、お体をお大事になさって下さい。(茨城県)
☆皆々様のご活躍に敬意を表します。ますますの充実をお祈り申し上げます。(高崎市)
☆私も皆元気です。皆々様お体を大切に子供達の面倒を良くみて下さい。頑張って下さい。家の娘も未
だ勤めて居ます。旦那さんも勤めて居ます。(前橋市)
☆ごぶさたしています。いつも「とんがりやね」をありがとうございます。園舎も新しくなった様子を
拝見しました。いつも子どもやその保護者を守っていただきありがとうございます。これからもご活
躍を！(伊勢崎市)
☆「とんがりやね 158 号」どうもありがとうございます。子どもたちの笑顔がいいですね。先生たち
のご苦労も多いと思います。お身体に気をつけて頑張って下さい。応援しています。(太田市)
☆２６年度より「前橋市青少年育成推進員」となりました。地域のためボランティアにつとめます！税
理士となって 14 年目です。早いものです。税務署勤務からだと 42 年です。もう今年度で 60 才に
なります。(前橋市)
☆ 子ども達のはばたいていく成長をお祈り申し上げます。(太田市)
☆いつも「とんがりやね」を楽しみに一語一句のがさず読ませていただいております。今春は沢山の雪
で大変でしたね。子供達はまたたのしんだかもしれませんね。園庭がきれいに整備されていて気持ち
良いですね。先生方の努力大変と思います。子供達は思いっきり遊びまわれますね。(新潟県)
☆昨年 11 月 20 日母(90 才)を見取り、寂しく、日々の生活の中、いろいろな場面で思い出しては仏壇
に手を合わせ供養しています。孫たちが「チンのんのん」と真似して手を合わせます。忙しい毎日で
す。なつかしい養護園の森、元気な子供達にエールをおくっています。「とんがりやね」楽しみにし
てます。(栃木県)
☆理事長岸芳正先生の受賞おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。(桐生市)
☆皆様の御活躍に敬意をもっております。私も高齢となりました。(桐生市)
☆子どもたちの成長が嬉しいです。先生方よろしくお願い致します。(福岡県)
☆益々貴園の充実を期待しております。(東京都)
☆お世話になっております。わたらせ養護園のためにご尽力いただきありがとうございます。よろしく
お願いします。(東京都)
☆お子さまはじめ、職員の皆さまのお健やかな毎日を心よりお祈り申し上げます。(東京都)
☆皆々様のご健勝をお祈りいたします。(東京都)
☆思いもよらぬ大雪では、ご苦労ぶりが目に浮かびます。おだやかな初夏の緑風に吹かれて、広々とし
た庭で遊べる幸せを子どもたちも職員も味わって下さい。私も遠い昔、元気に働いた頃を思い出しま
す。(桐生市)
☆園の益々のご発展と子ども達のご健勝を心よりお祈りします。(桐生市)
☆トウ先生の御冥福をお祈りしています。ニコちゃん達が元気にすごせますように…(渋川市)
☆残暑厳しい折、どうぞお体ご自愛下さい。(富岡市)
☆清水先生にご指導いただいた日々を懐かしく思います。ご冥福をお祈りいたします。皆様もどうぞお
体ご自愛下さい。(高崎市)

後援会の加入は年間を通じて受け付けています。事務局迄ご連絡下さい。
会費・特別会費１口１０，０００円
個人会費１口 １，０００円(できましたら 2 口以上お願いします。)
事務局 〒376-0131 桐生市新里町奥沢 59-1 わたらせ養護園内
わたらせ養護園後援会 TEL0277-74-0343

